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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

完成工事高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第2四半期 109,903 △0.4 △1,198 ― △1,498 ― △2,094 ―
24年3月期第2四半期 110,358 △2.0 △353 ― △792 ― △85 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △2,453百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 20百万円 （△85.0％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第2四半期 △11.42 ―
24年3月期第2四半期 △0.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 180,430 42,915 23.0 122.06
24年3月期 200,568 45,389 21.9 135.43
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  41,480百万円 24年3月期  43,936百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

完成工事高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 260,000 0.9 2,700 10.0 2,800 △3.6 1,500 △5.9 8.18
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(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】3ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、【添付資料】2ページ「1．当四半期決算に関する定性的
情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 186,544,607 株 24年3月期 186,544,607 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,181,016 株 24年3月期 3,152,681 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 183,384,923 株 24年3月期2Q 180,511,820 株



（参考）個別業績の概要

（百万円未満切捨て）

１．平成25年3月期第2四半期の個別業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

（１）個別経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（２）個別財政状態

（参考）自己資本 25年3月期第2四半期  23,958百万円 24年3月期  26,336百万円

２．平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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１．当四半期決算に関する定性的情報

 (１）連結経営成績に関する定性的情報

 (２）連結財政状態に関する定性的情報

　　億円（10.0％）減少し、1,804億円となりました。

    なるといった季節的変動があります｡

建設業界におきましては、公共投資は震災復興関連予算の執行が進むもとで引き続き増加することが見

負債合計は、支払手形・工事未払金等の減少などにより、前期末に比べ176億円（11.4％）減少し、

 (３）連結業績予想に関する定性的情報

429億円となりました。なお、自己資本比率は、前期末の21.9％から1.1ポイント向上し、23.0％となって

　 　

当第2四半期におけるわが国経済は、震災復興関連需要などから国内需要は底堅く推移したものの、海

外経済の減速を背景として生産や輸出が減少し、景気は緩やかな回復基調から足踏み状態となりました。

宅投資も持ち直しの傾向にありますが、激しい価格競争に加え労務費を中心に建設コストが高止まりして

なお、建設事業における完成工事高は、第4四半期に比べ、第3四半期までの各四半期は相対的に少なく

　　おり、総じて厳しい事業環境となりました。

当社グループはこのような状況のもと、お客様から必要とされ、継続的に工事を発注いただける企業

であり続けるため、「誠実なものづくり」をより一層徹底するとともに、総力を挙げて業績の向上に取

　　り組んでおります。

建設業界におきましては、公共投資は震災復旧関連予算の執行により増加を続け、民間設備投資及び住

当社グループの当第2四半期の業績は、売上高（完成工事高）は、前年同四半期比0.4％減の1,099億円

当第2四半期末における総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の減少などにより、前期末に比べ201

年同四半期は営業損失3億円）、経常損益は、為替差損2億円等を含め経常損失14億円（前年同四半期は経

常損失7億円）となりました。また、四半期純損益は、特別損失3億円、法人税等2億円などを含め四半期

　　純損失20億円（前年同四半期は四半期純損失8千万円）を計上しました。

となりました。利益面につきましては、営業損益は、完成工事総利益率の低下により営業損失11億円（前

　　末に集中する傾向にあることを要因としております。　

純資産は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少により、前期末に比べ24億円（5.4％）減少し、

1,375億円となりました。なお、これら資産・負債の増減は、建設事業において工事の完成引渡しが年度

融・為替市場の変動等の不安定要素が多く存在する状況のなかで、景気は当面横這い圏内の動きにとどま

今後のわが国経済は、国内需要は底堅さを維持すると見込まれますが、海外経済のさらなる下振れや金

　　るものと思われます。

込まれ、民間建設投資や住宅投資も建物の修復や再建及び耐震化などの復興需要の影響等もあり堅調に推

　　移するものと予測されます。

このような状況のもと当社グループは、さらなる経営の効率化及び利益管理の徹底により、収益力及び

市場競争力の向上を目指してまいります。また震災復旧・復興事業におきましては、迅速かつ円滑な執行

が課題とされておりますが、当社グループも施工者として、被災地域の皆様に一日も早く安全・安心をお

　　届けできるよう、グループの総力をもって取り組んでまいります。

このような状況及び当第2四半期までの実績等を勘案した結果、現時点においては平成24年5月14日に公

表した当期の連結業績予想を変更しておりません。なお個別業績予想についても変更しておりません。

連結キャッシュ･フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ･フローは、売上債権の回収等によ

　　り、13億円のプラス（前年同四半期は59億円のマイナス）となりました。

投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得等により10億円のマイナス（前年同四半期

　　は4億円のマイナス）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により19億円のマイナス（前年同四半期は18億

　　円のマイナス）となりました。

なお、これらにより、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は前期末に比べ16億円（4.4％）減少

　　し、360億円となりました。　

 　おります。



 (１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

 (３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

      該当事項はありません。　

　  得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

 　　 なお、この変更による当第2四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

      

 (２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

      該当事項はありません。　

 　   当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 37,735 36,093 

受取手形・完成工事未収入金等 105,988 82,695 

未成工事支出金 5,560 10,287 

繰延税金資産 1,549 1,586 

その他 13,248 13,336 

貸倒引当金 △1,070 △891 

流動資産合計 163,011 143,108 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,592 2,601 

土地 10,250 10,250 

その他（純額） 1,003 1,471 

有形固定資産合計 13,845 14,323 

無形固定資産 203 185 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,598 9,908 

繰延税金資産 8,498 8,618 

その他 10,102 9,969 

貸倒引当金 △5,692 △5,684 

投資その他の資産合計 23,507 22,812 

固定資産合計 37,556 37,321 

資産合計 200,568 180,430 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 84,030 66,156 

短期借入金 18,198 18,232 

未成工事受入金 7,609 11,983 

完成工事補償引当金 337 389 

工事損失引当金 682 504 

賞与引当金 820 844 

その他 16,972 14,774 

流動負債合計 128,651 112,886 

固定負債   

長期借入金 7,427 5,498 

退職給付引当金 18,999 19,047 

その他 100 82 

固定負債合計 26,527 24,628 

負債合計 155,179 137,514 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,341 13,341 

資本剰余金 7,880 7,879 

利益剰余金 22,437 20,343 

自己株式 △529 △530 

株主資本合計 43,129 41,032 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,230 812 

為替換算調整勘定 △423 △364 

その他の包括利益累計額合計 807 447 

少数株主持分 1,452 1,435 

純資産合計 45,389 42,915 

負債純資産合計 200,568 180,430 



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

完成工事高 110,358 109,903 

完成工事原価 105,002 105,443 

完成工事総利益 5,356 4,460 

販売費及び一般管理費 5,709 5,659 

営業損失（△） △353 △1,198 

営業外収益   

受取利息 29 38 

受取配当金 35 53 

貸倒引当金戻入額 98 224 

その他 86 57 

営業外収益合計 250 372 

営業外費用   

支払利息 366 315 

為替差損 232 285 

その他 91 71 

営業外費用合計 689 672 

経常損失（△） △792 △1,498 

特別利益   

受取補償金 － 30 

会員権売却益 102 － 

その他 5 2 

特別利益合計 107 32 

特別損失   

特別退職金 40 － 

災害による損失 53 － 

訴訟関連損失 5 293 

その他 40 63 

特別損失合計 140 356 

税金等調整前四半期純損失（△） △825 △1,821 

法人税、住民税及び事業税 392 200 

法人税等調整額 △1,091 70 

法人税等合計 △699 270 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △125 △2,092 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △40 1 

四半期純損失（△） △85 △2,094 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △125 △2,092 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 165 △418 

為替換算調整勘定 △2 59 

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 △0 

その他の包括利益合計 146 △360 

四半期包括利益 20 △2,453 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 63 △2,454 

少数株主に係る四半期包括利益 △42 0 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △825 △1,821 

減価償却費 475 440 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △161 △192 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136 48 

受取利息及び受取配当金 △64 △91 

支払利息 366 315 

為替差損益（△は益） 205 101 

持分法による投資損益（△は益） △8 21 

売上債権の増減額（△は増加） 615 23,360 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,563 △4,726 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,248 △17,827 

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,565 4,367 

その他 △2,783 △2,110 

小計 △5,291 1,883 

利息及び配当金の受取額 78 92 

利息の支払額 △335 △300 

法人税等の支払額 △426 △321 

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,974 1,354 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △125 △1,132 

有形固定資産の売却による収入 0 44 

投資有価証券の取得による支出 △405 △9 

貸付けによる支出 △105 △120 

貸付金の回収による収入 161 150 

その他 46 24 

投資活動によるキャッシュ・フロー △428 △1,041 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,441 △512 

長期借入れによる収入 3,909 118 

長期借入金の返済による支出 △1,320 △1,501 

少数株主への配当金の支払額 － △18 

その他 △16 △20 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,869 △1,933 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △209 △32 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,482 △1,654 

現金及び現金同等物の期首残高 39,964 37,734 

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,481 36,080 



(４）継続企業の前提に関する注記

　　 該当事項はありません。

(５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　   該当事項はありません。



４． 四半期財務諸表

   (１）四半期貸借対照表

(単位：百万円）

前事業年度 当第２四半期会計期間

（平成24年３月31日） （平成24年９月30日）

資産の部

　流動資産

　　現金預金 25,178 22,566 

　　受取手形・完成工事未収入金等 85,406 65,782 

　　未成工事支出金 4,345 9,408 

　　繰延税金資産 1,161 1,285 

　　その他 13,109 12,491 

　　貸倒引当金 △ 1,052 △ 827 

　　流動資産合計 128,149 110,707 

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 1,423 1,431 

　　　土地 7,578 7,578 

　　　その他（純額） 157 149 

　　　有形固定資産計 9,158 9,159 

　　無形固定資産 157 148 

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 8,667 8,251 

　　　繰延税金資産 6,129 6,217 

　　　その他 12,976 12,798 

　　　貸倒引当金 △ 5,114 △ 5,115 

　　　投資その他の資産計 22,658 22,151 

　　固定資産合計 31,974 31,459 

資産合計 160,124 142,166 



(単位：百万円）

前事業年度 当第２四半期会計期間

（平成24年３月31日） （平成24年９月30日）

負債の部

　流動負債

　　支払手形・工事未払金等 68,721 52,178 

　　短期借入金 17,936 17,965 

　　リース債務 19 18 

　　未成工事受入金 6,789 11,343 

　　完成工事補償引当金 298 344 

　　工事損失引当金 638 474 

　　賞与引当金 246 289 

　　その他 14,948 13,335 

　　流動負債合計 109,597 95,950 

　固定負債

　　長期借入金 7,282 5,388 

　　リース債務 34 24 

　　退職給付引当金 16,855 16,825 

　　その他 18 18 

　　固定負債合計 24,190 22,257 

　負債合計 133,787 118,207 

純資産の部

　株主資本

　　資本金 13,341 13,341 

　　資本剰余金 7,880 7,879 

　　利益剰余金 4,297 2,329 

　　自己株式 △ 410 △ 410 

　　株主資本合計 25,108 23,138 

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,228 819 

　　評価・換算差額等合計 1,228 819 

　純資産合計 26,336 23,958 

負債純資産合計 160,124 142,166 



   (２）四半期損益計算書

      （第２四半期累計期間）

(単位：百万円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

（自　平成23年４月１日 （自　平成24年４月１日 

   至　平成23年９月30日）    至　平成24年９月30日）

完成工事高 84,637 81,627 

完成工事原価 80,872 79,081 

完成工事総利益 3,765 2,545 

販売費及び一般管理費 4,258 4,003 

営業損失（△） △ 492 △ 1,458 

営業外収益

　受取利息 35 40 

　受取配当金 50 254 

　貸倒引当金戻入額 32 217 

　その他 94 72 

　営業外収益合計 212 584 

営業外費用

　支払利息 360 316 

　為替差損 232 284 

　その他 97 43 

　営業外費用合計 691 644 

経常損失（△） △ 971 △ 1,517 

特別利益

　会員権売却益 102 － 

　その他 0 1 

　特別利益合計 102 1 

特別損失

　投資有価証券評価損 4 27 

　特別退職金 40 － 

　災害による損失 37 － 

　訴訟関連損失 5 292 

　その他 33 12 

　特別損失合計 121 332 

税引前四半期純損失（△） △ 990 △ 1,848 

法人税、住民税及び事業税 125 106 

法人税等調整額 △ 1,089 13 

法人税等合計 △ 963 119 

四半期純損失（△） △ 27 △ 1,968 



５．四半期個別受注の概況

(１）個別受注実績

百万円 ％

113,952      36.3 　

83,608       4.5 　

（注）％表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

（参考）受注実績内訳 （単位：百万円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

比  較  増  減

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

国 内 官 公 庁 12,172 14.6 12,767 11.2  595  4.9 

国 内 民 間 12,665 15.1 11,659 10.2  △ 1,006  △ 7.9 

海 外 975 1.2 － －  △ 975  △ 100.0 

計 25,814 30.9 24,427 21.4  △ 1,386  △ 5.4 

国 内 官 公 庁 1,942 2.3 13,149 11.5  11,207  577.0 

国 内 民 間 55,844 66.8 76,375 67.1  20,531  36.8 

海 外 7 0.0 － －  △ 7  △ 100.0 

計 57,794 69.1 89,525 78.6  31,731  54.9 

国 内 官 公 庁 14,115 16.9 25,917 22.7  11,802  83.6 

国 内 民 間 68,510 81.9 88,035 77.3  19,524  28.5 

海 外 982 1.2 － －  △ 982  △ 100.0 

計 83,608 100   113,952 100    30,344  36.3 

(２）個別受注予想

百万円 ％

200,000 △  4.1 

208,479   18.0 

（注）％表示は、対前年同期比増減率を示しております。

(３）個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等

　　 当第2四半期累計期間の個別受注実績は、土木は前年同四半期を若干下回ったものの、建築は医療福祉施

 　設を中心に国内官庁工事及び国内民間工事ともに好調に推移したことにより、前年同四半期に比べ303億円

 　（36.3％）増加し、1,139億円となりました。

　　 なお、通期の個別受注予想につきましては、平成24年5月14日の決算発表時の受注予想から変更はありま

　 せん。　
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築

合
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25年３月期第２四半期累計期間

24年３月期第２四半期累計期間

増減率(％)

（自　平成24年４月１日 

   至　平成24年９月30日）

（自　平成23年４月１日 

   至　平成23年９月30日）
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